
■旅行企画・実施 奈良交通株式会社 日本旅行業協会（JATA）会員/観光庁長官登録旅行業第1646号
奈良市大宮町1-1-25 /総合旅行業務取扱管理者 紀本  一

添乗員同行で、
初めて山歩き

に挑戦する方で
も、お一人で

も安心してご参
加いただけま

す。各コースと
も地元食材等

を使ったお弁当
付きで、ハイ

キング終了後に
は入浴も楽し

んでいただけま
す。

タオルをご持参
ください。

A4チラシ

※各コースとも出発の7日前まで受付いたします。

経済対策関係予算事業　第1弾

大台ケ原大台ケ原1031コース
番 号

大和八木駅 発

5,000円10,000円

お支払い実額基本旅行代金

5,000円

割引額

旅行代金（おひとり様）

10月22日土 

9:15 集合 9:20出発
大和八木駅 南口

秋の奈良の山を歩く
入浴付入浴付入浴付
お弁当&お弁当&お弁当&

大和八木駅==大台ヶ原駐車場…日出ヶ岳…正木ヶ原…大蛇嵓…シオ
カラ谷…大台ヶ原駐車場==上北山温泉薬師湯/フォレストかみきた
(入浴)==大和八木駅（20時到着予定）

1032コース
番 号

4,000円8,000円

お支払い実額基本旅行代金

4,000円

割引額

旅行代金（おひとり様）

9:15 集合 9:20出発
大和八木駅 南口

大和八木駅==吉野宮滝…桜木神社…高滝…櫻本坊…勝手神社…金峯山寺
…吉野の湯(入浴)…下千本駐車場==大和八木駅（16時30分到着予定）

1033コース
番 号

4,500円9,000円

お支払い実額基本旅行代金

4,500円

割引額

旅行代金（おひとり様）

9:45 集合 9:50出発
大和八木駅 南口

大和八木駅==洞川温泉バス停…面不動鍾乳洞…かじかの滝…大峰大
橋…ごろごろ水…洞川温泉旅館街…洞川温泉センター(入浴)
==大和八木駅（17時到着予定）

県の特別天然記念物の鍾乳洞から
ノスタルジックな風情漂う温泉街へ

眼下に宇陀の山容を一望
静寂な聖跡からの眺めは絶景

壬申の乱ゆかりの地 宮滝から
修験本宗の総本山 金峯山寺へ

日本百名山 大台ヶ原山
気軽にハイキングを楽しめる東大台地区へ

約40ヘクタールのススキの原
遊歩道が整備されたハイキングコース

1034コース
番 号

4,000円8,000円

お支払い実額基本旅行代金

4,000円

割引額

旅行代金（おひとり様）

9:45 集合 9:50出発
大和八木駅 南口

大和八木駅==国立曽爾青少年自然の家第一Ⓟ…亀山…曽爾高原…
曽爾高原温泉お亀の湯(入浴)==大和八木駅（17時到着予定）

1035コース
番 号

4,000円8,000円

お支払い実額基本旅行代金

4,000円

割引額

旅行代金（おひとり様）

10月30日日 
11月 6日日

11月 3日木㊗ 

10月23日日 

11月 7日㊊
10月29日土 

11月 5日土
10月31日㊊
11月14日㊊

9:45 集合 9:50出発
大和八木駅 南口

大和八木駅==榛原駅…鳥見山…榛原駅==大宇陀温泉あきのの湯
(入浴)==大和八木駅（17時到着予定）

上北山村

吉野町

天川村

曽爾村

宇陀市

吉野山吉野山

洞川温泉洞川温泉自然研究路自然研究路

曽爾高原曽爾高原

鳥見山鳥見山

約4時間
約 9.0km

約3時間30分
約 8.0km

約4時間
約 9.5km

約3時間30分

セラピーコースから見た金峯山寺
（写真提供 : 吉野ビジターズビューロー）

曽爾高原
（写真提供 : 曽爾村）

約 8.0km

約4時間
8.0km

※写真はイメージです。



1）この旅行は、奈良交通株式会社が企画・募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は
当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。又、契約書の内容・条件は、募集広告（パンフレッ
ト等）の各コースごとに記載されている条件のほか、旅行条件書、最終旅行日程表及び当社の「旅行業約
款（募集型企画旅行の部）」によります。

3）

2）

最少催行人員　20名（表示のないコースに適用）
その他の旅行条件につきましては、ご予約時にお渡しする募集型企画旅行条件書によります。5）
この旅行条件および旅行代金の基準日は、令和4年7月1日となります。6）

取消料4） （おひとり） 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって下記にあたる日の解除

取消料 無　料 旅行代金の
20％

旅行代金の
30％

旅行代金の
40％

旅行代金の
50％

旅行代金の
100％

11日前 10日前～ 7日～
2日前

旅行開始日の
前日の解除

旅行当日の
解除

旅行開始後の
解除又は

無連絡不参加

■バス車内での飲食・飲酒・喫煙はご遠慮ください。
■走行中のシートベルト着用をお願いします。
■小人は、大人旅行料金から500円引きです。
■ご旅行時期や気象状況等によって写真（画像）の風景は実際と異なる場合があります。　
■申込時、満席でお取り出来ない場合があります。

■左面に記載の旅行企画は令和4年度県内宿泊等促進キャンペーン「いまなら。キャンペーン2022プラス」適用の商品です。奈良県民および奈良県外在住者（年齢・国籍を問いません）であり、
　新型コロナウイルスワクチンを3回接種された方、またはPCR検査・抗原定量検査・抗原定性検査の結果が陰性であった方。
■キャンペーン利用者全員の身分証明書の提示が必要です。
■グループ全員が3回目の接種が完了していること、または陰性証明の提示が必要です。
■新型コロナウイルスの感染状況により、キャンペーンの期間・内容等を変更・中止する場合があります。■キャンペーン期間中であっても予算が終了した時点で、この商品は終了させていただきます。
■各種割引はございません。■ご旅行代金のお支払い、証明書の確認は下記の旅行センター（本社・八木）のみとなります。当社の案内窓口では対応できません。
■取消料は、「いまなら。キャンペーン2022プラス」には適用できません。※キャンセルの場合、取消料は基本旅行代金を基準として、所定の取消料を申し受けます。

下記に記載の旅行センターにお電話でご予約ください。※WEB予約はご利用いただけません。
当社よりご旅行案内・確認書を送付しますので、ご参加グループ全員の「居住地を確認できる証明書」と新型コロナウイルスワクチン「3 回目接種完了の証明書」などの提示が
必要です。※旅行当日も必ずお持ちください。

《ワクチン接種済等の証明書となるもの》
　　・新型コロナウイルスワクチン接種済証（臨時）
　　　　接種券に付属する「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」（右部分）
　　・新型コロナウイルスワクチン接種証
　　　　接種済証を紛失した人が、市町村で再交付してもらったもの
　　・新型コロナウイルスワクチン接種記録書
　　　　医療従事者や職域接種などで、接種券が届く前に接種された方などに発行される書類
　　・ワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）　海外渡航予定者向けに市町村で交付されたもの
　　・新型コロナワクチン接種証明書（日本政府公式アプリ）
　　　　日本政府公式の新型コロナワクチン接種証明書アプリで発行された証明書
　　・陰性証明（PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査）※検査キットでは不可　　　
　　　　下記の記載事項があるもの

（PCR検査、抗原定量検査）・受検者氏名 ・検体採取日（利用日の前日から起算して3日以内）
　　　　　　　　　　　　　・検査結果 ・検査方法 ・検査所名 ・検査管理者氏名 ・有効期限
（抗原定性検査）・受検者氏名 ・検体採取日（利用日の前日から起算して1日以内）・検査結果 
　　　　　　　　・検査キット名 ・事業所名 ・検査管理者氏名 ・有効期限

確認書類例
運転免許証、健康保険等被保険者証、運転経歴証明書、
マイナンバーカード､旅券（パスポート）､介護保険被保険者
証､年金手帳､年金証書､恩給等の証書､在留カード、
特別永住証明書、障害者手帳等各種福祉手帳、官公庁
職員身分証明目書等のうち、氏名及び住所が確認
できるもの

身分証明書の住所と現住所に相違がある場合
上記の身分証明書と本人の住所と氏名の記載のある
郵便物

居住地確認の身分証明書について ワクチン接種済等の証明書について

※ワクチン接種済等証明書については、奈良県外のものでも可。※海外で接種済の場合、ファイザー・モデルナ・アストラゼネカの3回接種済の証明書であれば可。

☎0744-22-6880八木旅行センター　
近鉄大和八木駅南口　かしはらナビプラザ内
受付･窓口営業時間10:00～18:00

至 橿原神宮前 1階

かしはら
ナビプラザ

大和八木駅

北口

南口

八木旅行センター

☎0742-20-3140本社旅行センター
電話受付 / 9:00～18:00（年中無休）
窓口受付 / 9:00～12:00 13:00～16:00（土日祝休業）

本社旅行センター

1階

至 近鉄奈良駅

油阪船橋商店街前
バス停

奈良交通
本社

JR奈良駅

至 大阪

木津→
← 王寺
天理

ロータリー
東口

（JR奈良駅より北へ約150m）
総合旅行業務取扱管理者 紀本  一 総合旅行業務取扱管理者 桝井 由美

ご予約・お問合せ・お支払い・証明書の確認はこちら

「いまなら。キャンペーン2022プラス」について キャンペーンの詳細は「いまなら。キャンペーン 2022 プラス」公式ホームページにてご確認ください。

修学旅行 リベンジ大作戦!!
公表日 : 2022年10月中旬予定

経済対策関係予算事業　第2弾

新型コロナで中止になってしまった高校の修学旅行。 だけどやっぱり思い出は作りたいよね。
近場なら、費用も時間も抑えられるし、観光バスなら乗り継ぎや移動の心配も無し !

よし ! 気の合う仲間を誘って 修学旅行リベンジだ!!!!!!

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、日程を変更させていただく場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。

COMING
SOON

お申込み金（おひとり）　 旅行代金 3万円未満
お申込金 6,000円


